島嶼防災・減災のための記録管理とその国内的・国際的な意義
～東日本大震災・奄美豪雨・奄美南部連続台風被害の
発災前後から復興への道のり記録の収集とその整理～
国際島嶼教育研究センター
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東日本大震災島嶼災害記録化

長嶋

俊介

～その特異性と教訓化の意義～

島嶼災害は、地域の存続危機に関わるほど、深刻な事態を招くことがある。噴火・豪雨・
台風・地殻変動等であるが、複合災害となった東日本大震災(地震・津波・原子力事故)が
もたらした社会的インパクトは過去経験を凌駕するものがあった。
東日本大震災では、幸い島嶼災害での原発事故の直接影響は略なかったが、冬季終盤の
災害で、渡航制限が長引いての被害拡大、とりわけ余震での応急補強・修理などの手当が
長期間困難であるという事態は宮城県江島で深刻であった。また、宮城県出島では、小中
学校が廃校に追い込まれた。それは学童家族の、対岸域等での居住固定化に繋がり、一気
に「災害による公共機関移転による過疎加速化」を招いてしまった。この 2 島の場合は、
いち早い自衛隊機による救助での全島避難が、招いた二次被害でもある。無論水道などの
安定的生存基盤が整わない中での長期化であるので、やむを得ない措置であるとはいえ、
社会制度(すなわち人災)的な被害の累加である。高いコストを払わないと、早期帰島は困
難であり、事実江島では水資源公団の直接支援による海水淡水化装置で、帰島時期を早め
る努力はなされた。また私的努力で島民の修理帰島努力などはなされたが、被害の拡大を
全島的に阻止することはできなかった。ボランティアなどの応援も入りえず、女性や老人
だけの世帯では、畑も家も荒れたままで、その後の「被災地マチュピチュ化(歯抜け的廃墟
化というより総入れ歯的廃墟化に近い事態)」度合いを高めてしまった。ただし巷間言われ
る、遠隔・少人数ゆえに危難救助支援復旧に格差が生まれるという「行政等閑視」事態は
なかった。被災全離島、法指定の 9 島を隈なくフォローしたが、いずこも本土対等な考慮・
配慮が厚いことを確認できた(長嶋関連論文参照)。また、過去の被災体験、1200 年前の貞
観津波からの言い伝えと石碑の存在が、宮戸島(架橋島で離島指定は受けていない)に発災
当時在島の者全員の命を救った(島外からの帰宅途上のものを除く)。宗教の島金華山では、
対岸との間の狭い海峡に、南北両方からの波が重なり、瞬間的最大波高 50m の波が観察さ
れた。引き潮も強烈で、対岸との間を小川が流れる程度に、瞬間的に海底かあらわれ干上
がった状態が、旅行者により撮影・記録化された(ウエブ公開)。この島の場合幸い宿泊施
設があり臨時避難所として利用された。津波の最大遡行も、江島属島笠貝島で観察された。
通常言われる小島の津波被害回避(すり抜け)は、海底地形を無視した「風説」に過ぎない
ことが立証された。無人島内避難方針に影響を残す事態であった。笠貝島で安全であった
のは、三角点の存在する頂上付近のみであった。さらに、気仙沼大島では、「対岸の火事」
と安心できない事態を招いた。島嶼災害の新事態として、対岸の火事が島にまで達してし
まった。海面の油と大量の海上瓦礫とによる、
「火事渡海」現象である。幸い高校生を含む
若手と消防団員による、被災直後困難事態の中での昼夜を分かたぬ森林火災防火活動力が
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確保でき、被害拡大を阻止することができた。これらは島独自事態の総括の一部である。
しかしなお今後もフォロー・点検が必要なものとして、島事態による復興の鈍化要因の
存在がある。幸い 9 離島、1 架橋島、1 宗教島ともに、大型機材海上輸送システム構築で、
特異な事態は発生していないが、出島・江島の無人島化避難長期化(類似事態は福島の帰宅
困難地域で、さらに深刻な事態として発生している)の残した爪痕は今も大きなものがある。
また、観光資源の衰退(鳴き砂の浜・快水浴 100 選の海岸の 1m の地盤沈下・海岸線の後退)・
施設破壊(亀山山頂に繋がるロープウエイの係留フェリー直撃破壊)で深刻事態を迎えた、
気仙沼大島の観光客激減はまだ回復していない。架橋工事が決定され、工事は順調だが、
被災後 7 年先の竣工である。その後の社会激変も予見されている。浦戸諸島は塩釜港防波
堤効果を発揮したが、その分被害がひどかった。松島景観の破壊・海面上昇(地盤沈下)は、
観光資源劣化を招いた。その修景努力も続いている。
2 島嶼災害の共通性と防災・減災支援可能性
島嶼には島嶼特有の、追加的事態や、閾値(下振れ・上振れ)の超越が発生する。その具
体的検証作業は、国内島嶼防災・減災対策のための、必要条件であるとともに、類似事態
を生じやすい海外支援・援助・救済対策のためにも、重要な点検作業となる。
2015 年 3 月 14～18 日第 3 回国際防災世界会議 in 仙台が開催された。この会議は国連主
催で、国際的な防災戦略について議論するもので、第 1 回 1994 年横浜、第 2 回 2005 年神
戸と、いずれも日本で開催されてきたが日本お手盛りの会議ではない。国連総会の決によ
り、国連国際防災戦略事務局(UNISDR: the United Nations office for Disaster Risk
Reduction)が事務を担っている。国内特に神戸にもブランチを構えて、アジア太平洋事務
所（在バンコク）と協力して、アジアの防災分野のネットワークとパートナーシップを強
化し、人々の防災への意識を高めて防災文化が形成されるよう働きかけている。また日本
の防災分野での経験、技術、先進的取組みを世界に広め、他国・地域で活用されるようグ
ローバルな取り組みにも貢献している。
その国連防災世界会議には、186 国の首脳が今回からは集まり、全地球的に防災対策を協
議することとなった。東日本大震災の被災地仙台市で開催することで、復興を全世界に発
信するとともに、防災に関する経験と知見を国際社会と共有し、国際貢献を行う重要な機
会とした。①兵庫行動枠組（HFA）の後継となる新たな国際防災の枠組の策定、②幾多の災
害から日本が得た教訓、防災技術・ノウハウ等の発信、③東日本大震災からの復興の発信
及び被災地の振興を柱にする会議を目指した。
第 2 回会議の成果である兵庫枠組み(Hyogo Framework for Action 2005-2015: building
the resilience of nations and communities to disasters: HFA)は、それ自体高く評価
されている。2005 年会議では、横浜戦略の点検作業を行い、
「防災を持続可能な開発と関連」
づけ、体系的に展開し、各国や地方の「防災能力強化」を通じ、
「災害に強い国・コミュニ
ティの構築」を主要な課題とした。国際的防災取組指針では上記枠組みの 2005～15 年行動
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計画を作成した。特定された課題は次の 5 分野で、①防災のための統治力（組織的、法的、
政策的な枠組）、②災害リスクの特定・評価・観測・早期警報、③災害知識の普及・防災教
育、④災害リスク要因の削減、⑤効果的な応急・復旧への備えである。ガバナンス⇔リス
ク予知警報⇔知識・教育⇔防災・減災措置⇔備えの連鎖は、地域を足場にして、まず自ら
の主体的な解決力を構築する展開である。
「持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を
守るための一義的な責任を有するコミュニティの防災対応能力を高める」ことを柱にした。
それらを実現するうえでの 3 戦略目標を、a） 持続可能な開発の取組みに減災の観点を
より効果的に取り入れる。b） 全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整
備し、能力を向上する。 c） 緊急対応や復旧・復興段階においてリスク軽減の手法を体系
的に取り入れる

としている。その 10 年で期待される成果を、災害による人的被害、社会・

経済・環境資源の損失が実質的に削減されること

とした。

第 3 回会合では複合災害として自然災害+人災を招いた、原子力発電所事故についても、
その防災・避難措置の必要性、その枠組み作成の是非について欧州首脳からの発言が予定
されている。それに呼応するように、「災害の産業施設への影響」会合で、内閣府防災担当
者が、東京電力・福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、安全神話から決別して事故を想
定した対策を進めることが重要とした。安倍総理も、東日本大震災への各国支援に感謝し、
発展途上国などの防災・減災対策充実に、今後 4 年間総額 40 億ドルの協力実施と、防災・
復興を担う人材４万人を育成する方針を明らかにした。島嶼防災は、とりわけ太平洋・カ
リブ海・インド洋・東南アジア島嶼国の安全安心と「持続可能な発展」の基礎・根幹をな
すだけに、我が国の立つ位置にふさわしい、島嶼防災イニシアティブの発揮が期待されて
いる。13 日夜の会で、大型サイクロンが直撃した太平洋島国バヌアツのロンズデール大統
領は「サイクロンが、一夜にして何年にもわたる開発の成果を消し去り、人々を貧困にお
としめた。災害の被害を軽減する方法を見つけてほしい」と述べ各国に継続的な支援を訴
えている。
この会議には世界銀行のキム総裁以下関係者も参加する。被災直後の 2012 年には仙台市
海岸部の荒浜小学校を訪れている。世銀は、東京にも専門家を置き、東京防災ハブ Disaster
Risk Management Hub、減災復興世界施設 Global Facility for Disaster Reduction and
Recovery も存在する。2014 年に世銀と日本が途上国防災対策を支援する枠組みとして設置
した組織である。総裁は「津波に耐えられる建物、災害への備え、それら見識」を世界に
伝えたいとする。また「過去 30 年間の自然災害犠牲者は 250 万人を超え、490 兆円の損害
を与えているが、その 7 割は異常気象による。迅速に行動する必要がある」
「途上国インフ
ラ工事でも気候変動や自然災害の脅威に耐えられ得るものにする」そういう機会にしたい
としている。当然島嶼防災に於いては、伝えるべきものは、ハード以上の諸々があるが心
強い。
21015 年 5 月 22～23 日に 7 回太平洋・島サミットが福島県いわき市で開催される。17 ヶ
国・地域;日本，キリバス，クック諸島，サモア，ソロモン諸島，ツバル，トンガ，ナウル，
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ニュージーランド，ニウエ(国家承認外)，バヌアツ，パプアニューギニア，パラオ，フィ
ジー，マーシャル，ミクロネシア，オーストラリアそして米国(第 6 回から参加)の首脳等
が参加する。太平洋島嶼国はもともと，
「国土が狭く，分散している」，
「国際市場から遠い」，
「自然災害や気候変動等の環境変化に脆弱」などの困難を抱えている。今回のスローガン
は「福島県いわきから太平洋への誓い、共に創る豊かな未来」とし、
「福島いわきから」は
当然防災がテーマになる。英語標語も We are Islanders ～Commitment to the Pacific from
Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together～である。「We are Islanders(日
本は無論島嶼国人である。無論福島のある本州も島である)」は、太平洋島嶼国との連帯感
を強く表すもの(第 5 回 PALM:北海道より使用,北海道も宮崎の九州も島である)。
「福島いわ
きから太平洋への誓い」は，東日本大震災の被災地で参加国首脳が一堂に会し，そこから，
太平洋地域における協力に関するコミットメントを発信する意志を表現。
「共に創る豊かな
未来」は，日本と太平洋島嶼国(海面上昇の影響を受けやすい・地震やサイクロン等の自然
災害が多発)が気候変動への対応や防災対策等の共通の課題に取り組むことにより，将来に
わたり太平洋地域の安定と繁栄を確保する首脳の決意を表現したものである。
2012 年沖縄 PALM6 では、We are Islanders:広げよう太平洋のキズナの名の下、重要 5 分
野に関し、2015 年度までの 3 年間最大 5 億ドルの支援を表明し、それを達成した。
① 「自然災害への対応」では、*気象観測/地震・津波観測整備、*コミュニティ防災、*
自然災害リスク保険試行を掲げた。[先に述べた神戸行動枠組みに沿っている]
②「環境・気候変動」では、*適応支援、*廃棄物処理、*森林保全、*再生可能エネルギ
ー等である。廃棄物処理は過去の沖縄等のサミット成果の継続でもある。
③「持続可能な開発と人間の安全保障」では、*教育、*保健、*インフラ、*グットガバ
ナンス等を挙げている。生活環境の基礎底上げと、自己決定能力の形成が目指されている。
④「人的交流」では、*キズナ・プロジェクト、*査証緩和等で、交流の親和と量的改善
を目指している。
⑤「海洋問題」では、*海洋環境・安全保障、*漁業、*海洋秩序等で、島嶼国ならではの
特定課題である。[海洋管理 MPA ワークショップでは、パラオ調査で間接的に寄与した]
公共民の主体性の問題と、生活環境(Human Life & Environment)の近接環境要素の総体、
すなわち Human, Ecological, Soft, Spiritual,そして Hard のすべての Ware が未来志向的
に盛り込まれており、得心できるものがある。その島国的課題もしっかり認識されている。
国際防災世界会議の成果をも受けた新提言に大いに期待したい
3 太平洋島嶼防災上の特異性の整理
島嶼性の強い地域での災害には、特有の傾向がある。遠隔・隔絶、狭小・低島、環海・
高島は、それぞれ救援・予知・避難指示・避難方法、被災強度・速度・頻度、波及期間等
に影響を及ぼしてきた。安全・安心・安定的島嶼生活は、その持続可能性の前提である。
耐えて凌ぎ乗り切るための団結力と知恵と工夫は、島文化・技術・社会ルールの骨格をな
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してきた。
また災害による集団移住経験等も枚挙に暇がない。たとえば、種子島西表市全集落の 1/3
(主として脊梁部)は移住者集落で、甑島・奄美南部離島(台風・旱魃避難)・桜島(大噴火避
難)からの開拓民が開いたものである。その適地受け入れは相互理解で歓迎的であった。
地球温暖化・異常気象・人災的危機にも対応できる現在的・近未来的な最先端の対応と
は何なのか。その求められる対応として、最先端ハードは、被災事態を減殺する。島では
むしろ、他の 4 ウエアとの連携が、より低コストで有効・迅速かつ強かな成果と結びつく。
インフラ整備がばらつき、資本力にも制約のある、途上国支援モデルにも符合する。
因みに太平洋島嶼地域の災害認識も幅が広い。ミクロネシア連邦 FSM チューク州の災害
連絡官事務所(Disaster Communication Office)責任者に、所掌する災害について尋ねた。
その定義は広義で、人災も含んでいた。同事務所で扱う災害は 11 種類。その重さと順位付
けを確認した。1 Typhoon(台風), 2 Mead Slide(草地滑落) 3 Disease Outbreak(感染症発
生), 4 floods(豪雨), 5 Drought(旱魃), 6 Tide Surge(海進), 7 Fire(火災), 8 Oil Spill(油
流失), 9 Plane Crash(飛行機事故), 10 Sea craft crash(船舶衝突事故), 11 Drear due
Boats(小舟・筏類の流失・喪失)の順であった。
所変われば被害変わる事例としてではなく、「ところどころの特有の事情(熱帯地域・環
礁地域的事情の共通性)」があり、「災害度に影響する」ダメージ可能性⇔リスク管理的優
先順位として捉える必要性を示唆している。行政対処ニーズに於いて災害認識は具体化さ
れ、責任的連携的に分掌されるところとなる。チューク州は FSM 最大人口を抱える稠密地
域である。トラック環礁は世界最大のラグーン内海域を誇る。しかし、一つ一つの島は大
きくはなく、丘島的構造は多雨に弱い。ラグーン中央部の主要島は旧火山島沈降地である。
多雨地特有の、表土滑落事案もある。低気圧の長期滞留(局地的ラニーニア)は多雨・低温・
海面上昇・地盤滑落を発生する。災害後数年を経ても、猫のひっかき傷的な外見のままで、
地域景観が長い時間をかけて自然修復されるのを待っている状況であった。外島（Outer
Islands）部やラグーン内小島は、低平で土地面積小さな珊瑚礁で、異常海面上昇は作物被
害を決定的にする。高気圧の長期滞留(局地的エルニーニア)は旱魃・飲水不足・超高温・
海面低下・珊瑚破壊を発生する。そのダメージからの珊瑚回復には、20 年近い歳月が必要
になる。その間に再ダメージが来ると海中生物再生産基盤が決定的にぜい弱となる。
1980 年代にチューク州で発生したコレラ事件では、外島での未知事案の発生、検体の遠
隔地(マニラ)送付、結果とその通知の遅延で、事態の深刻化と蔓延を招いた。当時の衛生
管理者本人も未知症例の為に感染した。病原体は塩水にも強く、女性は礁湖内漁業に従事
すね慣例が強く、女性感染者が多く発生した。当時の伝統酋長は、洋上トイレ撲滅に協力
して、自分のシマ(島内独立村落)管理に徹底を期せない(例外排除不可の親的立場)の為、
トラック環礁内島嶼に於いては全シマ輪番(互酬性)管理を試みて成功した。1990 年代には、
貧栄養学童対策を、衛生担当(簡易診療所員)が PTA と協力して各種栄養・衛生対策を、島
を挙げて実施。成果は成果を生んで、州政府に顕彰され、米国支援プログラムにもなった。
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しかし島に資金が渡らなくなったことから援助は終了。成功事例の継承はそこで頓挫した。
継承残滓があるとしても家庭菜園の一部程度である。その衛生管理者は病気で島外生活が
続いており、その復活はまだ先のことになる。この島の希望は、州衛生班の 1 日行動圏に
あることであり、他の共通課題を抱える小島同等に、頻繫管理を意識してくれていること
である。水道管理も始動し、通信手段も携帯で確保でき、またカンボジアから移入した淡
水魚再活用も含め、成功事例的展開が今後期待できる。
湾内汚染は、世界遺産化を目指したときに、最も強く否定された理由の一つである。小
舟の流出は、海洋民の彼らにして、かつてはなかった問題である。燃料価格の高騰で節約
的に船外機を使うので、ガス欠が世界規模のラグーン内で頻発する。他船の通過と支援を
待つが、融通してもらえる船と出会えぬままに、行方不明となる事例が多発した。今では
携帯電話で、場所を言うと来てくれる。ただしそれは州都にほど近い所に限定される。
感染症勃発は、その 3 番目であり社会的にも重い。洋島のかかえる外来生物(感染源)に
対する脆弱性重点管理原理がここでも働いている。その担当者は 1980 年代コレラ被害の経
験者であった。未経験で原因がわからず、検体をマニラ WHO に送り調べがつくまでの間に
時間がかかってしまった。離島での初期手当・専門家知見があれば、その感染の拡大は防
げたのである。感染症勃発は、その高官にして、台風のほぼ次の社会的テーマと認識され
ている。
4 離島振興経験事例の防災応用展開
昭和 28 年制定の離島振興法では、ハード先行で次第にソフトを加え「水と光の革命」以
降諸々克服してきた諸段階がある。その経験も太平洋外島部には今なお有効であろう。
島嶼部の財政負担を、高率補助(国・県が重ねて負担する)で少なくして、返済可能性を
高めた。また採択率を高め、計画的に、地域バランスを考慮して、均衡ある国土開発を貫
いた。中央官庁に、離島関係予算を一括管理する部局を設けて、縦割り行政的な偏りが生
じないようにした。わかりやすくいえば、各省の予算のうちわけを島別に砕いて、各島・
島群に具体的にどれだけのお金と内容が降りているかを集計し管理した。県が離島振興計
画を作り、それを経済企画庁(後に国土庁、ついで国土交通省)が、調整して、各省庁予算
の割り当てを受けて、さらにそれを大蔵省(後に財務省)と協議して、予算執行(各省庁・県
を経由して市町村実施)した。最近では市町村が直接定言的プロジェクトを提案する方向に
向かっている。内容もハード中心から、ソフトも受け入れ、発電・医療・福祉・教育・交
通・上下水道のほか、各種文化・過疎対策イベントや六次産業化・観光振興などの企画も
のにまでその対象を広げることとなった。
諸リスク対応史を総括し、島に生きる主人公たちを支える、総合的・総括的で機動力確
かな防災システム・災害対処ガバナンスを考察することは意義深い。下表・下図に、島な
らではの災害の重度化・輻輳化が発生しうる島的事情と複合的原因を示し、公共民連動的
防災コガバナンス(住民主体的統治)を考える上での総体を、イメージして作成した。
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島には島独自の事情がある。自然地理学的条件のほか、交通や社会的事情も重なった島嶼
事情として、隔絶・環海・狭小の 3 条件が重なったところが、「離島」として認識される。
その立地特性が、災害時にとりわけ、特異性を際立たせる。台風問題も島では、つきもの
である。台風などが通過するときに、風の方向が変化するが、細かい指示は小さな地域で
は受けられない。経験知的継承に頼る。小さな地域・遠隔地には測定拠点すら欠如勝ちで、
警報などの意思決定でも、専門家関与密度が低かった。暖流海域では強風は低下するどこ
ろか、一気にさらに加速しピークにまで達していく。これらが被害を倍加してきた。
突風事情も島では深刻であった。暴風日数や風力強度の累積に違いがある。春一番は壱
岐での海難事故で、全国区の呼び方になった。山や陸域とは異なり、風の力を弱める緩衝
物が無いので、突風被害は他地域を上回る。四囲海に囲まれているために、本土側と異な
り小さな島かつ低島にあっては取分け全方位的にそれにさらされていることになる。
波浪も広大な遠隔海域では、きわめて遠距離での事情を注視していないと、欠航事態に
巻き込まれやすい。小笠原諸島にいて、台湾・先島諸島の台風ですら、要注意である。
避難・救援・復旧に於いても、資材・人員・専門家・移動手段確保に、環海・遠隔・狭
小のすべての要素が複合的に作用して困難度が高くなる。域内解決力が不可欠な事情でも
ある。これはアイランドコンプレックス(本来生態系的な種の多様性の少なさ・希少種の
多さ・外乱に弱い脆弱性管理の必要性)的な離島危機管理手法での対処と重なる。地域社
会の自助力・互助力での第一次的対処が島では特に重い意味を持つ。

発災から多重化してくる、実害・二次災害防止策の必要性については、外枠の総合的展
開が、これら小規模地域では有効になる。小さいからこそ可能な相互作用的展開であり、
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防災の基本も本来そこにある。取分け自助(勝手テンデンコ)は島嶼防災でも基本だが、都
会以上に互助力が有効に効いてくる場所である。阪神淡路大震災でも、淡路島事例がその
可能性を証明している。また「身近な人を助けずして、どうして他者を助けられるか」と
いう原則は、都会部に於いても実証された。関係者による支援の力の確かさに対して、ボ
ランティア元年と言ってもその達成される内容には限りがあった。まだ下図は、さらに理
論に裏付けられた体系性と、しま実態に合わせた社会的関係資源を含む、総合資源的展開
を重ねることでの有効性を示すものである。

5

奄美大島事例からの学び(「地域で学ぶ防災力(防災総合研修)」のために)
奄美大島は台風常襲地帯であり、台風により刺激された秋雨前線が、記録的豪雨を発生

することがある。2010 年 10 月 18-21 日、2011 年 9 月 25-26 日、11 月 2 日と 100 年に一度
とされる基準を上回る集中豪雨が、13 ヶ月の間に 3 度も発生した。島嶼型災害としては、
短水路で短時間局地的災害が特徴的に発生しやすく、傾斜地に囲まれた奄美大島では、集
落孤立も発生しやすい。河川氾濫、斜面崩壊、土石流等の直接被害とライフライン(道路・
通信・電気)遮断、欠航・交通途絶等により、被害は生活全般に及んだ。奄美南部連続台風
被害災害も生活物資・燃料・交通問題を惹起した。複合化し、被害は広範囲に及んだ。地
球温暖化・異常気象における極端現象で、太平洋島嶼域の被害頻度と程度の増大が見込ま
れる状況下において、亜熱帯域である奄美事例は、その対応・対策に共通するものがある。
ハード[インフラ]・ソフト[情報]・ヒューマン[組織]・エコ[手入れ]・精神[減災教育]の
統合的防災システムを考え連携モデルを構築していくうえでの適例が多い。
特に参考になるのは、地域 FM による、地元情報の収集・発信(警戒情報、安全情報・被
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害情報)、避難誘導・安否確認・支援円滑化活動である。防災無線寸断、情報の限定性・画
一性の壁を乗り越えた。⇔システム作りの参考[施設・運営実態の確認]⇔その後奄美全域
に拡大しネットワーク化を実現した。奄美市中心街 2 箇所(一つは市場内の駄菓子屋型スタ
ジオ)にスタジオがある。途上国ではユースプログラム・社会教育・地方言語文化の復興活
動等多目的プログラム化可能なものである。知名瀬では自主防災システムの構築事例がみ
られる。最低限の防災・救急対応資源の確認。予備的に小舟(板で対応した集落もあったが
実に有効。日頃から要支援者確認。避難場所への誘導(その場にいるメンバーでの臨機応変
対応と指揮系統の確認)。住用各集落、戸口 3 集落、瀬戸内町蘇刈、加計呂麻島中央南部域
も推薦したい。古井戸・水現地確認も停電時対応で必要な冗長性であった。ユイ・祭り文
化の他、地域行事で地域総出の日頃からの付き合いが、防災力に機能しているが、それは
各村落で容易に観察される。ハード防災復興事例としては、住用地区 2 名死亡箇所(わだつ
み荘近辺)・トンネル被災地区復興・壁面・防災型新庁舎・新公民館。龍郷町手広海岸加瀬
間 1 名死亡箇所(砂防ダム)、戸口川(氾濫の頻発とアユ保護)、龍郷町浦地区(国道による水
路遮断・斜面崩壊改修)である。エコ対応のニーズ確認事例(住用マングローブ林南部域)・
林道施工ミスと背後林の管理・文化財保護・資料館の改善[博物館連携⇔原野農芸博物館事
例]である。各専門分野の知見での最適場も多々あろう。さらに検討して、世界自然遺産視
察者用に、研修メニュー化してもらいたいものである。
6 まとめにかえて[東日本大震災島嶼災害全プロセスの時系列的処理]
定点観察と、発災前資料の収集は、地域防災の決め手となる。災害頻発地は特に温故知
新が求められる。知っていてなぜ防げなかったのか。言い訳は許されない。十分な時間が
確保できないが、可能な範囲で、被災前の島写真を再整理した(発災から復興に至る道筋観
察はほぼ月一継続してきたが、なお継続中である)。その成果の一部を、鹿児島県内島嶼域
並びに、被災島嶼(宮城県島嶼部)、海外島嶼援助関係者への配布・還元を具体化して、退
職までの一区切りとしたい。
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